
 

 

ご入学・ご進級 おめでとうございます 
 

 

校長 山内 辰徳 
 

ご入学・ご進級、おめでとうございます。 

１２５名の新入生を迎え、全校児童９１５名で大和小学校の令和３年度がスタートします。 

 

春は出会いと別れの季節です。３月に卒業式・お別れ式・修了式があり、卒業生や大和小学

校を離任する職員、クラスの仲間・担任との別れがありました。本日は、入学式・始業式が行われ、

新しいクラスでの新しい仲間・担任との出会いがありました。そして、新しい職員も着任しました。

これからチーム大和小の一員として、クラス、授業、行事等で児童と関わっていくことを楽しみに

しています。 

お子さんの新しいクラス名簿を見て、あるいはお子さんからの話を聞いて、新しいクラスに仲の

良い友だちもいれば、初めて顔を合わせる子もいるかと思います。また、一番の仲良しとクラスが

分かれてしまって少し寂しい思いをしている児童もいるかもしれません。もちろん、クラスが離れて

も友だちであることに変わりはありませんし、新しいクラスで新しい友だちもつくっていけるような

学級づくりにも力を注いでまいりますので、前向きな気持ちで新学期のスタートを切ってほしいと

思っています。 

児童にとってはいろいろな思いのある新学期初日だと思いますが、これからどんどん新しい環

境に慣れていき、楽しい１年間を過ごしてくれることを願っています。お子さんの学校生活で気に

なることがありましたら、どうぞご相談ください。 

 

さて、少し古い話題となりますが、約１年半前のラグビーワールドカップ２０１９日本大会で日本

代表チームはベスト８進出という大健闘を見せました。そのチームづくりのスローガンであった

「ONE TEAM」という言葉は記憶にあるかと思います。 

我々大和小職員も、困り感のある児童に対して、担任だけでなく、学年職員や養護教諭、児童

指導中核教諭やスクールアシスタントなども関わりながら、「ONE TEAM」となって支援・指導に

努めてまいります。 

児童数９００人を超える大規模校ですが、職員一人一人がアンテナを高くし、職員間でのコミ

ュニケーションを取り合いながら、児童一人一人に寄り添っていきます。 

 

保護者の皆さま、地域の皆さま、今年度もよろしくお願いいたします。 

 

大和小だより ～４月号～ 

学校教育目標 ： 『自分の持っている力を発揮し、楽しく生活できる子』 

～進んで学習する子・思いやりのある子・よく考えて行動する子・元気よく遊べる子～ 

令和３年４月 5 日（月） 

大和市立大和小学校 

〒242-0018 大和市深見西8丁目7-1 

ＴＥＬ（046）261-0795 ・ ＦＡＸ（046）264-7495 



４月の行事予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行事予定 

５ 月 
始業式・着任式…２～６年（9：30下校）  
入学式…１年（11：50頃下校） 
家庭環境調査票配付（4/7 まで） 

６ 火 
短４（12：15下校） 教科書配付  
１年色別下校①（12：00頃学校出発） 

７ 水 
短４ 登校班編成・登校班下校  
（12：00頃学校出発） 

８ 木 
普４（13：20下校） 給食開始  
１年色別下校②（12：00頃学校出発） 

９ 金 
普４（13：20下校） 
１年色別下校③（12：00頃学校出発） 

１０ 土  

１１ 日  

１２ 月  

１３ 火  

１４ 水 １年歩き方教室（２・３校時） 

１５ 木  

１６ 金 保護者分散による授業参観① 

１７ 土  

１８ 日  

１９ 月 保護者分散による授業参観② 

２０ 火 
保護者分散による授業参観③  
１年お試し給食 

２１ 水 
保護者分散による授業参観④  
１年給食開始 ６年委員会活動 

２２ 木 保護者分散による授業参観⑤ 

２３ 金 あすなろ級授業参観・懇談会（２・３校時） 

２４ 土  

２５ 日  

２６ 月 懇談会（１・３・５年、15：00～） 

２７ 火 
普５（1４：５0下校）  
懇談会（２・４・６年、15：00～） 

２８ 水 普４（13：20下校  職員研修のため） 

２９ 木 昭和の日 

３０ 金 
普４（13：20下校） 児童宅確認日① 
ようこそ１年生（２校時）  

【懇談会および保護者分散に

よる授業参観】 

保護者分散による授業参観を実

施します。また、あすなろ級以外は

授業参観と懇談会が別日となって

おります。詳しくは、本日配付のお便

りにてご確認ください。 

【児童の作品・活動場面の画像使用について】 

 本校の教育活動を学校便りで紹介する際、児童の作品や活動場面の画像を使用させていただくこと

があります。撮影する際には、なるべく後ろから撮影するようにし、個人を特定しにくいようにしていま

す。   

また、誰でも閲覧でき、画像を拡大することのできるホームページに学校便りを載せる際には、写真

を外して掲載するなどの工夫もしています。 

使用することに不都合がございましたら、４月中に担任にご連絡くださいますよう、お願いします。 

【保健関係の配付と回収】 

4/8（木）に配付するものは、4/12

（月）までの回収 

① 保健調査票（１年 4/5に配付）   

② 結核検診問診調査票       

③ 心臓病調査票（１年のみ）    

4/15（木）に尿検査の容器を配付

します。回収は、4/16（金）です。 

【地震の対応について】 

震度５弱以上の地震＝学校へ引き取り 

震度５弱以上の地震が発生した場

合、市内全小中学校の児童生徒につ

いては、保護者及び保護者代理人へ

引き渡すことになります。 
 

「緊急下校における引き取り者の代

理人」を家庭環境調査票へ記入く

ださい。 

家庭環境調査票にご記入いただい

た方については、引き取り者として引き

渡すことができます。記入欄は２名の

記入ですが、２名以上記載いただいて

も構いません。ご協力お願いいたしま

す。 



【令和３年度 本校職員】 

学校長：山内 辰徳  教頭：○太田 正則  教務：守田 貴 

総括教諭 (ｶﾘｷｭﾗﾑ開発)冨樫 郁実(特別活動)渡邊 尚子(相談健康・児童指導)升 良太郎(経営管理)守田 貴（総括事務主査）川名 由美 

学年・組 氏 名  学年・組 氏 名  学年・組 氏 名  学年・組 氏 名 

１年１組 岡 和枝  ５年１組 中田 和希  あすなろ級 冨田 あすか  図書館司書 若本 千穂 

１年２組 幡司 健太  ５年２組 池田 実礼  あすなろ級 髙橋 大地  給食事務員 竹下 順子 

１年３組 齋藤 未悠  ５年３組 山田 瑞樹  あすなろ級 ○丹下 純一  庁務員 髙瀨 トヨ子 

１年４組 青山 千裕  ５年４組 井上 翔夢  あすなろ級 ○渡邉 菜摘  学校整備員 長谷川 武徳 

２年１組 大塚 由加里  ５年５組 渡邊 尚子  院内学級 柴田 香織  特別支援 

ヘルパー 
地曳 恵美 

２年２組 ○後藤 稔貴  ６年１組 山本 千風  国際教室 小野 麗紗  特別支援 

ヘルパー 
橋本 美和 

２年３組 塚原 寿子  ６年２組 前田 祥子  教科担当 冨樫 郁実  
特別支援 

ヘルパー 
山﨑 菜穂子 

２年４組 中根 桃花  ６年３組 本澤 大輔  教科担当 ○田中 聡  特別支援 

ヘルパー 
小島 恵 

２年５組 加勢 幸子  ６年４組 柴田 亮輔  児童支援 

中核 
升 良太郎  特別支援 

ヘルパー 
礒兼 和枝 

３年１組 相庭 芙良乃  あすなろ級 榊原 雄  養護教諭 柿沢 和子  特別支援 

ヘルパー 
太田 裕美 

３年２組 金子 雄  あすなろ級 ○南嶋 知俊  養護教諭 徳田 優花  寺子屋 CN 杉山 由美 

３年３組 ○高澤 朋花  あすなろ級 橋本 明寿美  栄養技師 平野 芽吹  派遣相談員 大竹 春子 

３年４組 杉山 桃子  あすなろ級 高階 智子  初任研担当 西山 誠一郎  やまとっ子 木村 妙子 

４年１組 三谷 春香  あすなろ級 岡 佳子  非常勤 ○栁町 薫  ｽｸｰﾙ 

ｱｼｽﾀﾝﾄ 石井 佐知子 

４年２組 ○林 佑紀  あすなろ級 田辺 勇輝  非常勤 鎌田 達雄  ｽｸｰﾙ 

ｱｼｽﾀﾝﾄ 橋本 美惠 

４年３組 鈴木 深里  あすなろ級 河瀬 瑛亮  事務 川名 由美  ICT支援員 中村 聡子 

４年４組 戸塚 祐太郎  あすなろ級 中村 勇二  事務 鈴木 かおり  ＡＬＴ ○佐藤 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ 

           ○は、今年度着任職員 

 



 

 

 

                    令和３年度 主な行事予定   令和３年４月１日現在 

4月 11月 

 ◆ 始業式・着任式・入学式（５日）   ◆ １年社会見学（２日）  

 ◆ 登校班編成・登校班下校（７日）  ◆ いちょうまつり（５日）  

 ◆ 給食開始（８日）…1年は 21日より   ◆ 個別面談（15日・16日・18日・19日・22日） 

 ◆ １年歩き方教室（14日）  ◆ ５年社会見学（25日） 

 ◆ 保護者分散による授業参観（16日～22日）  ◆ 芸術鑑賞会（未定） 

 ◆ あすなろ級授業参観・懇談会（23日） 1２月 

 ◆ 懇談会（26日・27日）  ◆ ６年社会見学（２日） 

 ◆ ようこそ１年生 （30日）  ◆ 給食終了（22日） 

5月  ◆ ２学期終業式（24日）  

 ◆ 個別面談（7日～14日） 1月 

 ◆ ４年泉の森遠足（19日）  ◆ ３学期始業式（11日）  

 ◆ ２年泉の森遠足（21日）  ◆ 給食開始（12日） 

 ◆ ３年泉の森遠足（25日）  ◆ やまとっ子タイム大縄大会（17日～19日） 

 ◆ ６年全国学力・学習状況調査（27日）  ◆ 学校公開日（24日） 

 ◆ １年泉の森遠足（28日） 2月 

6月  ◆ やまとっ子タイム解散式（4日） 

 ◆ ６年修学旅行（４日・５日 ）…７日は振替休業  ◆ 授業参観・懇談会 

 ◆ やまとっ子タイム団結式（10日）   ５年（８日）、４年（９日）、３年（10日）、２年（14日）、   

 ◆ 土曜授業参観・学校懇談会（12日） 

…14日は振替休業 
  １年（15日）、６年（17日）、あすなろ級（18日）  

 ◆ 小中学校一斉引き渡し訓練（24日）  ◆ ６年生を送る会（25日）  

 ◆ ５年キャンプ（27日・28日） 

…29日は振替休業 
 ◆ あすなろ級宿泊移動教室（未定） 

7月 ３月 

 ◆ 給食終了（16日）  ◆ 給食終了（17日） 

 ◆ １学期終業式（20日）  ◆ お別れ朝会・卒業証書授与式（18日） 

8月  ◆ 修了式（25日） 

 ◆ ２学期始業式（26日）    

 ◆ 給食開始（27日）   

9月   

 ◆ 授業参観・懇談会   

  ６年（６日）、５年（７日）、４年（８日）、あすなろ級（９日）   

  ３年（10日）、２年（13日）、１年（14日）    

１０月   

 ◆ 登校班下校（８日）    

 ◆ 運動会（16日）…18日は振替休業   

 ◆ ４年社会見学（22日）   

 ◆ ２年社会見学（27日）   

 ◆ ３年社会見学（29日）   

 ※ 予定は、学校事情で変更になる場合がありま

す。ご承知おきください。 

 

 ※ 昨年度と同様、新型コロナウイルスの影響

で、行事が中止もしくは延期となることがあり

ます。本校としては、安全を最優先しつつ、可

能な限り行事を行っていきたいと考えていま

すので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願

いします。 


